
「未来ある子どもたちが安心して自らの可能性を広げられる社会」の
実現を目指し、ベネッセグループにより、2014年10月31日に一般
財団として設立、2015年4月1日に公益財団法人に移行しました。
子どもたちが自ら学び伸びようとする力が十分に発揮できるよう
に、安心・安全な環境づくりや多様な学びの機会の提供に、長期的・
継続的に取り組みます。

〒206-8686 東京都多摩市落合 1-34
https://benesse-kodomokikin.or.jp/

子どもの安全・安心
ハンドブック
のポイント・　　 のヒント 

小学生と保護者のための

■公益財団法人ver

ベネッセこども基金 
安心・安全窓口

お申し込み・
お問い合わせ

TEL：04－7137－2570
FAX：03－6368－9995
祝日・夏期休暇・年末年始を除く月～金 10：00～17：00

※本ハンドブックは、「子どもの安心・安全を守る活動」の一環として作成さ
れました。学校の授業や地域のイベント（非営利のもの）での活用に限って、
無償で提供しています。

安全教室の活用事例も
ご覧いただけます。
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■本書の無断転載を禁じます。

［目次］ 

子どもの安全・安心に向けて

Ⅰ子どもと学ぶ、安全・安心           のポイント 
Ⅱ保護者にできる、
　地域の安全・安心づくり　　 のヒント
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子どもの安全・安心ハンドブック
小学生と保護者のための

のポイント・　　 のヒント 

［企画制作］

デザイン／Cue’s  inc.
イラスト／中小路ムツヨ

６版／ 2021 年６月 15日

［監修］

公益財団法人 ベネッセこども基金

うさぎママのパトロール教室主宰、安全インストラクター。「市民防犯」を提唱し、各世
代に向けての講演やワークショップの講師として活躍中。メディアや著書での発信のほ
か、省庁への助言なども行っている。

武田 信彦

特定非営利活動法人スクール・アドバイス・ネットワーク理事長。教育界と産業界をつ
なぐ教育コーディネート、教育関連コンサルティング、人材育成、生涯学習の推進、家
庭教育の充実支援等を行う。

生重 幸恵 

■公益財団法人 ver

　子どもの安全・安心を守るために、地域の実態に合わせ、さまざまな取り組みが

行われています。保護者・学校・地域が一体となって子どもを見守っている事例が

ある一方で、地域全体で子どもを見守ることが希薄になっている、地域の大人と子

どもたちとの接点がなくなっている、という声も聞きます。

　子どもとの関わりという点では、子どもの安全のために、大人が可能な限り危険

を排除するようにがんばっていたり、子どもの行動を厳しく規制したりと、大人が子

どもを「保護」する、という側面の強いケースを耳にすることも少なくありません。

　「保護」はとても大切なことです。しかし、より大切なのは、子ども自身の「安全」へ

の学び・成長が実現できることではないでしょうか。地域の大人に見守られる環境

の中で、子ども自身が、地域の一員として、自分自身を守る力や社会的な力を伸ば

しながら、安全・安心に過ごすことができるならば、保護者のみなさまはもとより、学

校・地域のみなさまにとっても、そして何よりも子ども自身にとってすばらしいことで

はないでしょうか。

　本ガイドブックは、その実現に向けた一歩として、安全教育の3つの領域「生活

安全」「交通安全」「災害安全」のうち、「生活安全」、とくに学校外・家庭外での安

全・安心に焦点を絞り、

・子ども自身が自分を守るために、

  保護者の方と一緒に学んでほしい安全・安心のポイント

・保護者の方が、地域での活動をしていくうえでのヒント

をまとめたものです。

　お子さまの安全・安心を守るための一助となれば幸いです。        

2015年4月

公益財団法人 ベネッセこども基金

子どもの安全・安心に向けて
～子どもが自らを守る力を伸ばし、安全に過ごせる地域づくりを～

01
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■本書の無断転載を禁じます。

［目次］

子どもの安全・安心に向けて

Ⅰ子どもと学ぶ、安全・安心  のポイント 

Ⅱ保護者にできる、
　地域の安全・安心づくり　 のヒント

 01

02

16

子どもの安全・安心ハンドブック
小学生と保護者のための

のポイント・　　のヒント 

［企画制作］

デザイン／Cue’s  inc.
イラスト／中小路ムツヨ

６版／ 2021 年６月 15日

［監修］

公益財団法人 ベネッセこども基金

うさぎママのパトロール教室主宰、安全インストラクター。「市民防犯」を提唱し、各世
代に向けての講演やワークショップの講師として活躍中。メディアや著書での発信のほ
か、省庁への助言なども行っている。

武田 信彦

特定非営利活動法人スクール・アドバイス・ネットワーク理事長。教育界と産業界をつ
なぐ教育コーディネート、教育関連コンサルティング、人材育成、生涯学習の推進、家
庭教育の充実支援等を行う。

生重 幸恵 

■公益財団法人 ver

　子どもの安全・安心を守るために、地域の実態に合わせ、さまざまな取り組みが

行われています。保護者・学校・地域が一体となって子どもを見守っている事例が

ある一方で、地域全体で子どもを見守ることが希薄になっている、地域の大人と子

どもたちとの接点がなくなっている、という声も聞きます。

　子どもとの関わりという点では、子どもの安全のために、大人が可能な限り危険

を排除するようにがんばっていたり、子どもの行動を厳しく規制したりと、大人が子

どもを「保護」する、という側面の強いケースを耳にすることも少なくありません。

　「保護」はとても大切なことです。しかし、より大切なのは、子ども自身の「安全」へ

の学び・成長が実現できることではないでしょうか。地域の大人に見守られる環境

の中で、子ども自身が、地域の一員として、自分自身を守る力や社会的な力を伸ば

しながら、安全・安心に過ごすことができるならば、保護者のみなさまはもとより、学

校・地域のみなさまにとっても、そして何よりも子ども自身にとってすばらしいことで

はないでしょうか。

　本ガイドブックは、その実現に向けた一歩として、安全教育の3つの領域「生活

安全」「交通安全」「災害安全」のうち、「生活安全」、とくに学校外・家庭外での安

全・安心に焦点を絞り、

・子ども自身が自分を守るために、

  保護者の方と一緒に学んでほしい安全・安心のポイント

・保護者の方が、地域での活動をしていくうえでのヒント

をまとめたものです。

　お子さまの安全・安心を守るための一助となれば幸いです。  

2015年4月

公益財団法人 ベネッセこども基金

子どもの安全・安心に向けて
～子どもが自らを守る力を伸ばし、安全に過ごせる地域づくりを～
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子どもが被害に遭う犯罪の多くが「子どもだけ」の状況で発生しています。すなわち、「子どもだけ」になる環
境をなるべく減らすことが防犯対策として重要なことです。とくに、保護者のみなさまによる付き添いや見送
り、お迎えなどはとても大きな防犯力となります。一方、保護者の付き添いにも限界があるため、地域の見守
りも欠かせない存在です。また、生活の中で、どうしてもお子さまだけで行動しなければいけない場面もある
ため、お子さま自身に「自分だけにならない」行動習慣をもっていただくことが欠かせません。兄弟姉妹やお友
達と一緒に行動することも安全のためには有効な方法です。

保護者の方へ

お子さまが、保護者はもとより、先生方にとってもかけがえのない存在であり、地域にとっても大切な存
在であることは言うまでもありません。そして、子どもたちの安全を守ることは、大人たちの責任です。
お子さまには、自分のことを大人たちが大事に思い、心配し、見守り、さまざまな取り組みをしてくれてい
ることを知らせるとともに、お子さま自身が自分の心や体をしっかり守ることの大切さについても繰り返し
伝えていただければと思います。
大人、地域、そしてお子さまの力を合わせて、危険に遭わない環境づくりに取り組みましょう。

保護者の方へ

おうちの人や先生にとって、あなたはとても大切な存在です。 

地域の人たちも、あなたを大切に思っています。 

まわりの大人は、あなたが危険なことにあわないように見守っています。 

その気持ちに感謝しながら、

自分で自分を守る力を身につけていきましょう。 

                          ひと　 　   せん  せい　　    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　      たい  せつ　   　そん   ざい

  ち    いき　 　   ひと　　                                            たい  せつ　　　おも

                         おとな                                    き  けん   　  　　　　　　　　　　　                      　  み   まも

　　　　　 き    も               かん  しゃ

  じ   ぶん　　    じ    ぶん 　  　まも　  　ちから　   　み

あなたは何よりも大切な存在 
　           　　　　　　　　　　　　なに　　　　　　　　　　　　　たい　　せつ　　　　　  そん       ざい

この章では、お子さまと保護者の方が一緒に確認し、学んでほしい安全・安心の
ためのポイントを紹介しています。下段の保護者の方向けの解説をお読みのうえ、
上段をお子さまとお読みください。

Ⅰ子どもと学ぶ、安全・安心          のポイント 
ひとりにならない 
危険なことにあわないためには、

「ひとりにならない」ことが大切です。

なるべく、おうちの人や友達と一緒に行動しましょう。

みんなでいることが一番安全なことなのです。 

  き　 けん

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   たい  せつ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ひと 　　   とも　だち　　   いっ  しょ　　　 こう　どう

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  いち  ばん  あん  ぜん
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子どもが被害に遭う犯罪の多くが「子どもだけ」の状況で発生しています。すなわち、「子どもだけ」になる環
境をなるべく減らすことが防犯対策として重要なことです。とくに、保護者のみなさまによる付き添いや見送
り、お迎えなどはとても大きな防犯力となります。一方、保護者の付き添いにも限界があるため、地域の見守
りも欠かせない存在です。また、生活の中で、どうしてもお子さまだけで行動しなければいけない場面もある
ため、お子さま自身に「自分だけにならない」行動習慣をもっていただくことが欠かせません。兄弟姉妹やお友
達と一緒に行動することも安全のためには有効な方法です。

保護者の方へ

お子さまが、保護者はもとより、先生方にとってもかけがえのない存在であり、地域にとっても大切な存
在であることは言うまでもありません。そして、子どもたちの安全を守ることは、大人たちの責任です。
お子さまには、自分のことを大人たちが大事に思い、心配し、見守り、さまざまな取り組みをしてくれてい
ることを知らせるとともに、お子さま自身が自分の心や体をしっかり守ることの大切さについても繰り返し
伝えていただければと思います。
大人、地域、そしてお子さまの力を合わせて、危険に遭わない環境づくりに取り組みましょう。

保護者の方へ

おうちの人や先生にとって、あなたはとても大切な存在です。 

地域の人たちも、あなたを大切に思っています。 

まわりの大人は、あなたが危険なことにあわないように見守っています。 

その気持ちに感謝しながら、

自分で自分を守る力を身につけていきましょう。 

                          ひと　 　   せん  せい　　    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　      たい  せつ　   　そん   ざい

  ち    いき　 　   ひと　　                                            たい  せつ　　　おも

                         おとな                                    き  けん   　  　　　　　　　　　　　                      　  み   まも

　　　　　 き    も               かん  しゃ

  じ   ぶん　　    じ    ぶん 　  　まも　  　ちから　   　み

あなたは何よりも大切な存在 
　           　　　　　　　　　　　　なに　　　　　　　　　　　　　たい　　せつ　　　　　  そん       ざい

この章では、お子さまと保護者の方が一緒に確認し、学んでほしい安全・安心の
ためのポイントを紹介しています。下段の保護者の方向けの解説をお読みのうえ、
上段をお子さまとお読みください。

Ⅰ子どもと学ぶ、安全・安心          のポイント 
ひとりにならない 
危険なことにあわないためには、

「ひとりにならない」ことが大切です。

なるべく、おうちの人や友達と一緒に行動しましょう。

みんなでいることが一番安全なことなのです。 

  き　 けん

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   たい  せつ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ひと 　　   とも　だち　　   いっ  しょ　　　 こう　どう

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  いち  ばん  あん  ぜん
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「お子さまだけになる瞬間」は、防犯上、最も注意が必要となります。集団下校やお友達と行動していて
も、自宅の周辺などでは「ひとりになる瞬間」が生まれてしまいます。さらに、同じ地域に暮らしていて
も、一人ひとりの行動パターンによって「ひとりになる瞬間」は異なるので注意が必要です。どのような
瞬間にひとりになることが多いのか、お子さまと一緒に場所や時間などを確認してみてください。
とくに、自宅の周辺、集合住宅の敷地内など、普段使い慣れている場所で生まれやすいので、「ここは
大丈夫」を設けずに、確認することが重要です。

保護者の方へ

ひとりになりがちな場所 
                                                                                                                                       ば        しょ

おうちのまわりの道、自転車置き場、

マンションの階段やエレベーターなど、

ひとりになりがちな場所があります。

そのような所は、危険にあわないように注意が必要です。

ほかに、身のまわりで、ひとりになりがちな場所がないか、

おうちの人と話し合っておきましょう。

                                                  みち　　  じ   てん   しゃ 　お　      　ば

                                      かい  だん

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　       ば   しょ

                         　　 ところ　　　　  き　 けん　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ちゅう    い　 　　ひつ   よう

                         み　　                                                                                         ば   しょ

                          ひと　 　  はな    　　あ

できるだけ「ひとりにならない」ことが大切ですが、お子さまが、どうしてもひとりで行動する必要がある
場合もあると思います。そうした時に、どの道を通って行くとより安全か、あらかじめ、お子さまと話し
合っておきましょう。どうしても人通りの少ない道を通る場合もあると思います。そうした時、「いま、自分
はひとりだ」という意識、観察力を発揮して、危険を予防する意識をもって歩いていくよう心掛けてほし
いと思います。また、お子さまは大人よりも視野が狭いため、体を使って「後ろ」を確認する習慣も身につ
けることがもとめられます。

保護者の方へ

もしひとりで行動することになったら、

なるべく「人通りの多い道」を通りましょう。 

そして「人通りの少ない道」では、いつも以上にまわりに気を配ります。

前、右、左をしっかり確認しましょう。

そして、ときどき、自分の後ろも確認しましょう。 

                                      こう   どう

                             ひと   どお　        　 おお　   　みち       　　とお

                      ひと  どお　        　すく　         　みち　                                   　い   じょう                          　 　き   　　くば

 まえ 　　みぎ  　ひだり 　　 　　　　　　　　　かく   にん

                                                   じ　 ぶん 　　  うし　　          かく   にん

もしひとりになったら
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「お子さまだけになる瞬間」は、防犯上、最も注意が必要となります。集団下校やお友達と行動していて
も、自宅の周辺などでは「ひとりになる瞬間」が生まれてしまいます。さらに、同じ地域に暮らしていて
も、一人ひとりの行動パターンによって「ひとりになる瞬間」は異なるので注意が必要です。どのような
瞬間にひとりになることが多いのか、お子さまと一緒に場所や時間などを確認してみてください。
とくに、自宅の周辺、集合住宅の敷地内など、普段使い慣れている場所で生まれやすいので、「ここは
大丈夫」を設けずに、確認することが重要です。

保護者の方へ

ひとりになりがちな場所 
                                                                                                                                       ば        しょ

おうちのまわりの道、自転車置き場、

マンションの階段やエレベーターなど、

ひとりになりがちな場所があります。

そのような所は、危険にあわないように注意が必要です。

ほかに、身のまわりで、ひとりになりがちな場所がないか、

おうちの人と話し合っておきましょう。

                                                  みち　　  じ   てん   しゃ 　お　      　ば

                                      かい  だん

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　       ば   しょ

                         　　 ところ　　　　  き　 けん　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ちゅう    い　 　　ひつ   よう

                         み　　                                                                                         ば   しょ

                          ひと　 　  はな    　　あ

できるだけ「ひとりにならない」ことが大切ですが、お子さまが、どうしてもひとりで行動する必要がある
場合もあると思います。そうした時に、どの道を通って行くとより安全か、あらかじめ、お子さまと話し
合っておきましょう。どうしても人通りの少ない道を通る場合もあると思います。そうした時、「いま、自分
はひとりだ」という意識、観察力を発揮して、危険を予防する意識をもって歩いていくよう心掛けてほし
いと思います。また、お子さまは大人よりも視野が狭いため、体を使って「後ろ」を確認する習慣も身につ
けることがもとめられます。

保護者の方へ

もしひとりで行動することになったら、

なるべく「人通りの多い道」を通りましょう。 

そして「人通りの少ない道」では、いつも以上にまわりに気を配ります。

前、右、左をしっかり確認しましょう。

そして、ときどき、自分の後ろも確認しましょう。 

                                      こう   どう

                             ひと   どお　        　 おお　   　みち       　　とお

                      ひと  どお　        　すく　         　みち　                                   　い   じょう                          　 　き   　　くば

 まえ 　　みぎ  　ひだり 　　 　　　　　　　　　かく   にん

                                                   じ　 ぶん 　　  うし　　          かく   にん

もしひとりになったら
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「あやしい人に注意を」と言われても、あやしい人が、必ずしも一見してわかるわけではありません。また、話し
かけてくる人が、すべて「あやしい」わけでもありません。誰であれ、あいさつ程度のやりとりを交わすのは自然
なことです。しかし、名前や住所をしつこく聞く、ネコを一緒に探して・ゲームをしよう、などと子どもの同情や
興味を引くなど、少しでも「変だな」と思ったら、勇気を持って断ることが大切です。判断に迷ったら、断ってか
まいません。自分の安全を守るために断ることは、決して、恥ずかしいこと、失礼なことではありません。「できま
せん」「いやです」など、短い言葉できっぱりと断りましょう。断り方を、お子さまと確認しておくことが大事です。

保護者の方へ

「変だな」と思ったら、
きっぱり断る 

          へん　                                                          おも

                                                          ことわ

「あれ? ちょっと変だな?」と思うようなことを言う人には注意。

名前をしつこく聞かれる、写真をとりたがる、

「一緒に子猫を探して」「ゲームがあるよ」…など。 

そんなときは、「できません」と、きっぱり断りましょう。

                                                へん　　                        おも　　　　　　　　　　　　　　　　   い　 　　 ひと        　　 ちゅう  い

   な   まえ　　                            き　                    　  しゃ  しん    　　 

 　 いっ   しょ    　 　こ   ねこ   　　 さが

                                                                                                                 ことわ

カブトムシが
いたから
見に行こう
  み　　    い

ゲームがある
からあっちで

やろう

できません

写真を
とっても
いい?

しゃ  しん

車に乗せて
あげるよ

くるま　　 の

駅まで案内
してくれる?

 えき　　　　  あん  ない

犬が
逃げたから、
一緒に探して

 　　　　 いぬ

　  に

いっ  しょ       さが

すぐそば
だから

アメを
あげるよ

自分を守るために欠かせないことが、「人との距離」です。あいさつなどのコミュニケーションは大切な
ことですが、「さわられない」「つかまれない」距離を保つことは防犯上必要なことです。「大きい前へな
らえ（腕２本分の長さ）」や「体操隊形」など、お子さまに馴染みのある言葉で説明するとわかりやすく
なります。また、実際に大人（おうちの方）が腕を伸ばして、お子さまが離れる距離の感覚を身につける
練習をすることもおすすめです。

保護者の方へ

人との間の「長さ」も安全には大切なものです。

さわられない長さは、自分を守るために大切な長さです。

外で人から声をかけられたり、お話をするときには、

大人の手が届かない長さに離れましょう。

 ひと　 　  　  あいだ　    　  なが                  あん  ぜん　　　　　  たい  せつ

                         　　　　　 なが　　　　　　   じ   ぶん　 　   まも　                         たい  せつ　    　なが

 そと　       ひと    　　　　 こえ                                               　　   はなし             

   おとな 　  　     て    　　 とど　　　　　　　　 なが　　　　　 はな

自分を守るための長さ 
    じ         ぶん　              　まも　             　　　　　　　　　　　　  なが 
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「あやしい人に注意を」と言われても、あやしい人が、必ずしも一見してわかるわけではありません。また、話し
かけてくる人が、すべて「あやしい」わけでもありません。誰であれ、あいさつ程度のやりとりを交わすのは自然
なことです。しかし、名前や住所をしつこく聞く、ネコを一緒に探して・ゲームをしよう、などと子どもの同情や
興味を引くなど、少しでも「変だな」と思ったら、勇気を持って断ることが大切です。判断に迷ったら、断ってか
まいません。自分の安全を守るために断ることは、決して、恥ずかしいこと、失礼なことではありません。「できま
せん」「いやです」など、短い言葉できっぱりと断りましょう。断り方を、お子さまと確認しておくことが大事です。

保護者の方へ

「変だな」と思ったら、
きっぱり断る 

          へん　                                                          おも

                                                          ことわ

「あれ? ちょっと変だな?」と思うようなことを言う人には注意。

名前をしつこく聞かれる、写真をとりたがる、

「一緒に子猫を探して」「ゲームがあるよ」…など。 

そんなときは、「できません」と、きっぱり断りましょう。

                                                へん　　                        おも　　　　　　　　　　　　　　　　   い　 　　 ひと        　　 ちゅう  い

   な   まえ　　                            き　                    　  しゃ  しん    　　 

 　 いっ   しょ    　 　こ   ねこ   　　 さが

                                                                                                                 ことわ

カブトムシが
いたから
見に行こう
  み　　    い

ゲームがある
からあっちで

やろう

できません

写真を
とっても
いい?

しゃ  しん

車に乗せて
あげるよ

くるま　　 の

駅まで案内
してくれる?

 えき　　　　  あん  ない

犬が
逃げたから、
一緒に探して

 　　　　 いぬ

　  に

いっ  しょ       さが

すぐそば
だから

アメを
あげるよ

自分を守るために欠かせないことが、「人との距離」です。あいさつなどのコミュニケーションは大切な
ことですが、「さわられない」「つかまれない」距離を保つことは防犯上必要なことです。「大きい前へな
らえ（腕２本分の長さ）」や「体操隊形」など、お子さまに馴染みのある言葉で説明するとわかりやすく
なります。また、実際に大人（おうちの方）が腕を伸ばして、お子さまが離れる距離の感覚を身につける
練習をすることもおすすめです。

保護者の方へ

人との間の「長さ」も安全には大切なものです。

さわられない長さは、自分を守るために大切な長さです。

外で人から声をかけられたり、お話をするときには、

大人の手が届かない長さに離れましょう。

 ひと　 　  　  あいだ　    　  なが                  あん  ぜん　　　　　  たい  せつ

                         　　　　　 なが　　　　　　   じ   ぶん　 　   まも　                         たい  せつ　    　なが

 そと　       ひと    　　　　 こえ                                               　　   はなし             

   おとな 　  　     て    　　 とど　　　　　　　　 なが　　　　　 はな

自分を守るための長さ 
    じ         ぶん　              　まも　             　　　　　　　　　　　　  なが 
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残念ながら、犯罪・いたずらなどを目的に子どもに声をかけてくる人がいるのは事実です。ポイント６のように、ま
ずは誘いに乗らずしっかり断ることが大切ですが、さらにしつこく付きまとったり、体に触れようとするなど危険を
感じたら、お子さまは、とにかく安全な場所まで「逃げる」ことが大事です。また、大人と子どもには体力差がある
ので、「戦う」よりも「逃げる」を第一に行うよう伝えてあげてください。逃げることはかっこ悪いことではありませ
ん。怖いと感じたら、自分の判断で逃げてよいと繰り返し確認しておくことが大切です。なお、逃げるような事態と
遭遇した場合は、状況をしっかり聞いて、警察や学校にすぐに知らせ、対策につなげていただければと思います。

保護者の方へ

あなたをしつこく誘ったり、すぐそばをついてきたり、

体にさわろうとしたり、手をつかもうとしたら、

「すぐに逃げる」ことが何より大事。 

安全な、助けてくれる大人のいるところまでダッシュしましょう。 

そして、大人やおうちの人に何があったかをすぐに伝えましょう。 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　さそ

からだ  　　                                     　　　　　　て　

                       　に                              　　  なに       　　 だい    じ

 あん  ぜん　          たす                                   おとな

                          おとな                            　　   ひと   　　 なに                                　  　                  つた　　

「怖い」と思ったら、逃げる 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   こわ　　　　　　　　　　　　おも　                                                           　に

怖いことや危険を感じたら、まわりの人に「助けて」を伝えましょう。

大きな声で「助けて！！」と叫ぶこともよいです。

逃げたあとで、「助けて」と伝えることもよいです。

「助けて」を伝えることも、自分を守る力です。

 こわ　　　　　　　　　　  き　 けん　　　かん　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ひと　　　　  たす　　　　　　　　　 つた

 おお　　　　　  こえ　　　　  たす　　　　　　　　　　　　 さけ

  に　　　　　　　　　　　　　　　　たす　　　　　　　　　つた

　  たす　　　　　　　　　 つた　　　　　　　　　　　　　　じ　ぶん　　　 まも　　  ちから

「助けて」を伝える 
  　　 たす　　                             　　　　　　　　  つた

怖いことや危険を感じた場合、お子さま自身が周囲の人たちに「助けて」を伝えることがもとめられま
す。その場で大きな声を出す「助けて！！」だけではなく、まずは「逃げる」を優先し、逃げた先で「助け
て」を伝えることもできます。また、声が出ない状況も想定し、防犯ブザーを身につけておくことも大切
です。防犯ブザーについては、ポイント９にて紹介します。いざという時に大きな声が出るように、日ご
ろから練習することが効果的です。公園などで遊ぶ際などに大きな声を出してみる、周りの迷惑になら
ない所で「助けて！」と叫んでみることもおすすめです。

保護者の方へ
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残念ながら、犯罪・いたずらなどを目的に子どもに声をかけてくる人がいるのは事実です。ポイント６のように、ま
ずは誘いに乗らずしっかり断ることが大切ですが、さらにしつこく付きまとったり、体に触れようとするなど危険を
感じたら、お子さまは、とにかく安全な場所まで「逃げる」ことが大事です。また、大人と子どもには体力差がある
ので、「戦う」よりも「逃げる」を第一に行うよう伝えてあげてください。逃げることはかっこ悪いことではありませ
ん。怖いと感じたら、自分の判断で逃げてよいと繰り返し確認しておくことが大切です。なお、逃げるような事態と
遭遇した場合は、状況をしっかり聞いて、警察や学校にすぐに知らせ、対策につなげていただければと思います。

保護者の方へ

あなたをしつこく誘ったり、すぐそばをついてきたり、

体にさわろうとしたり、手をつかもうとしたら、

「すぐに逃げる」ことが何より大事。 

安全な、助けてくれる大人のいるところまでダッシュしましょう。 

そして、大人やおうちの人に何があったかをすぐに伝えましょう。 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　さそ

からだ  　　                                     　　　　　　て　

                       　に                              　　  なに       　　 だい    じ

 あん  ぜん　          たす                                   おとな

                          おとな                            　　   ひと   　　 なに                                　  　                  つた　　

「怖い」と思ったら、逃げる 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   こわ　　　　　　　　　　　　おも　                                                           　に

怖いことや危険を感じたら、まわりの人に「助けて」を伝えましょう。

大きな声で「助けて！！」と叫ぶこともよいです。

逃げたあとで、「助けて」と伝えることもよいです。

「助けて」を伝えることも、自分を守る力です。

 こわ　　　　　　　　　　  き　 けん　　　かん　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ひと　　　　  たす　　　　　　　　　 つた

 おお　　　　　  こえ　　　　  たす　　　　　　　　　　　　 さけ

  に　　　　　　　　　　　　　　　　たす　　　　　　　　　つた

　  たす　　　　　　　　　 つた　　　　　　　　　　　　　　じ　ぶん　　　 まも　　  ちから

「助けて」を伝える 
  　　 たす　　                             　　　　　　　　  つた

怖いことや危険を感じた場合、お子さま自身が周囲の人たちに「助けて」を伝えることがもとめられま
す。その場で大きな声を出す「助けて！！」だけではなく、まずは「逃げる」を優先し、逃げた先で「助け
て」を伝えることもできます。また、声が出ない状況も想定し、防犯ブザーを身につけておくことも大切
です。防犯ブザーについては、ポイント９にて紹介します。いざという時に大きな声が出るように、日ご
ろから練習することが効果的です。公園などで遊ぶ際などに大きな声を出してみる、周りの迷惑になら
ない所で「助けて！」と叫んでみることもおすすめです。

保護者の方へ
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保護者の方へ

怖いことや危険を感じたら防犯ブザーを鳴らしましょう。

「逃げる」や「助けて」を手伝ってくれます。

もしものときのために、すぐに手が届くところにつけておきましょう。

お出かけのときは、忘れずに持っていきましょう。

 こわ　　　　　　　　　    き　 けん　  　 かん　　　　　        ぼう  はん　　　　　　　　 　　  な

  　 に　　　　　　　　　       たす　　　　　　　　　  て　 つだ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   て　　      とど

　　   で　　　　　　　　　　　　　　　　  わす　　　　　  　     も

防犯ブザーを使う 
   ぼう       はん　　　　　　　　　　　　　　　　　つか

防犯ブザーには、「大声」同様、「まわりに危険を知らせる」「逃げるためのスキをつくる」という役割が
あります。お子さまが、必要な時にすぐに鳴らせるよう、スカートやズボンのつりひもやランドセルなど、
すぐに手が届く場所につけておきましょう。登下校時だけでなく、出かける時にはいつも身につけるよう
にしましょう。そして、いざ、という時のために、防犯ブザーの使い方を練習しておきましょう。定期的
に、電池は切れていないか、ブザーはきちんと鳴るか、を確認することも重要です。

お子さまが緊急時に「逃げる」ためには、「逃げる場所」を把握しておくことが重要です。生活エリアの中
で、公共施設（警察、消防、病院、役所など）、馴染みのある所（学校、学童クラブ、塾、お友達の家な
ど）、そして、商店や「子ども１１０番の家」も逃げ込む場所としておすすめです。お子さまと外出した際
に、「ここから一番近くで、助けてくれる人はどこにいる？」など投げかけて、一緒に考えてあげることで
確認ができます。

保護者の方へ

いざというときに逃げ込める場所を、

おうちの人と確認しておきましょう。 

そういう場所がないときには、商店街など、

人通りが多い方向に逃げましょう。 

                                                   に　      　こ  　          　ば   しょ

                          ひと  　　 かく   にん

                           ば   しょ　                                               しょう てん   がい　

 ひと  どお　           　おお     　　ほう   こう　     　に

逃げる場所を知っておく
      に　　      　                  　ば         しょ              　　し

児童館
じ　どう  かん

病院
びょう いん

こども
110番
の家

 

　　　　    ばん

        　 いえ

商店
しょう てん

スーパー

交番
こう  ばん

駅
  えき

こども
110番
の家

 

　　　　    ばん

        　 いえ
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保護者の方へ

怖いことや危険を感じたら防犯ブザーを鳴らしましょう。

「逃げる」や「助けて」を手伝ってくれます。

もしものときのために、すぐに手が届くところにつけておきましょう。

お出かけのときは、忘れずに持っていきましょう。

 こわ　　　　　　　　　    き　 けん　  　 かん　　　　　        ぼう  はん　　　　　　　　 　　  な

  　 に　　　　　　　　　       たす　　　　　　　　　  て　 つだ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   て　　      とど

　　   で　　　　　　　　　　　　　　　　  わす　　　　　  　     も

防犯ブザーを使う 
   ぼう       はん　　　　　　　　　　　　　　　　　つか

防犯ブザーには、「大声」同様、「まわりに危険を知らせる」「逃げるためのスキをつくる」という役割が
あります。お子さまが、必要な時にすぐに鳴らせるよう、スカートやズボンのつりひもやランドセルなど、
すぐに手が届く場所につけておきましょう。登下校時だけでなく、出かける時にはいつも身につけるよう
にしましょう。そして、いざ、という時のために、防犯ブザーの使い方を練習しておきましょう。定期的
に、電池は切れていないか、ブザーはきちんと鳴るか、を確認することも重要です。

お子さまが緊急時に「逃げる」ためには、「逃げる場所」を把握しておくことが重要です。生活エリアの中
で、公共施設（警察、消防、病院、役所など）、馴染みのある所（学校、学童クラブ、塾、お友達の家な
ど）、そして、商店や「子ども１１０番の家」も逃げ込む場所としておすすめです。お子さまと外出した際
に、「ここから一番近くで、助けてくれる人はどこにいる？」など投げかけて、一緒に考えてあげることで
確認ができます。

保護者の方へ

いざというときに逃げ込める場所を、

おうちの人と確認しておきましょう。 

そういう場所がないときには、商店街など、

人通りが多い方向に逃げましょう。 

                                                   に　      　こ  　          　ば   しょ

                          ひと  　　 かく   にん

                           ば   しょ　                                               しょう てん   がい　

 ひと  どお　           　おお     　　ほう   こう　     　に

逃げる場所を知っておく
      に　　      　                  　ば         しょ              　　し

児童館
じ　どう  かん

病院
びょう いん

こども
110番
の家

 

　　　　    ばん

        　 いえ

商店
しょう てん

スーパー

交番
こう  ばん

駅
  えき

こども
110番
の家

 

　　　　    ばん

        　 いえ
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お子さまが外でトイレを使わなくてすむのがいちばんですが、どうしてもトイレに行く場面もあると思い
ます。そうした際には、お子さまがなじみのある施設など、安心して使えるトイレを借りたいものです。公
園の公衆トイレなど、管理している人がそばにいないトイレは、極力避けるようにしましょう。誰でも勝手
に使えるトイレではなく、管理の方・勤務の方などに一声かけて使わせてもらうトイレが安心です。あら
かじめ、お子さまが安心して使えるトイレを確認しておきましょう。そして、施設などでトイレを借りたら、
きちんとお礼が言えるとよいですね。

保護者の方へ

　　　　　　　　　　　　　　　い

トイレに行きたくなったら 
もしも、外でトイレに行きたくなったら、

安全なトイレを使いましょう。 

児童館や図書館、病院、いつも通っている塾など、

自分が安心できる場所でトイレを借りましょう。 

　　　　　　　　 そと　　　　　　　　　　　　  い

 あん  ぜん　                         　  つか

  じ   どう  かん　　     と    しょ  かん　　びょう いん                  　　 かよ                   　　  じゅく

  じ   ぶん  　　 あん  しん　               　 ば   しょ                          　　   か　

地域の中では、お子さまの安全を守るためにさまざまな取り組みが行われています。警察や自治体、学校の
みならず、地域に暮らす多くの人たちの「見守り」や「助け合い」によって安全が支えられています。そんな
安全の力を元気にするものが「あいさつ」です。信頼関係を築くだけでなく、「助けて！」が言える、受け止め
やすくなる環境づくりにもつながります。

保護者の方へ

こんにちは

おはようございます

おはようございます

おかえりなさい

ただいまこんにちは

いってらっしゃい
いってきます

街の人とのごあいさつ 
  まち         　    　ひと

登下校のときやおうちの人と出かけるとき、

地域のいろいろな人と出会います。 

「おはようございます」「こんにちは」と元気よくあいさつしましょう。

あいさつをすることで、地域の安全の力が元気になります。

 とう    げ    こう　                                           　    ひと   　　 で

  ち   いき                                 　　   ひと   　　 で     あ

                                                                                                             げん   き

                                                                    ち   いき　      あん  ぜん        ちから       げん　 き
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お子さまが外でトイレを使わなくてすむのがいちばんですが、どうしてもトイレに行く場面もあると思い
ます。そうした際には、お子さまがなじみのある施設など、安心して使えるトイレを借りたいものです。公
園の公衆トイレなど、管理している人がそばにいないトイレは、極力避けるようにしましょう。誰でも勝手
に使えるトイレではなく、管理の方・勤務の方などに一声かけて使わせてもらうトイレが安心です。あら
かじめ、お子さまが安心して使えるトイレを確認しておきましょう。そして、施設などでトイレを借りたら、
きちんとお礼が言えるとよいですね。

保護者の方へ

　　　　　　　　　　　　　　　い

トイレに行きたくなったら 
もしも、外でトイレに行きたくなったら、

安全なトイレを使いましょう。 

児童館や図書館、病院、いつも通っている塾など、

自分が安心できる場所でトイレを借りましょう。 

　　　　　　　　 そと　　　　　　　　　　　　  い

 あん  ぜん　                         　  つか

  じ   どう  かん　　     と    しょ  かん　　びょう いん                  　　 かよ                   　　  じゅく

  じ   ぶん  　　 あん  しん　               　 ば   しょ                          　　   か　

地域の中では、お子さまの安全を守るためにさまざまな取り組みが行われています。警察や自治体、学校の
みならず、地域に暮らす多くの人たちの「見守り」や「助け合い」によって安全が支えられています。そんな
安全の力を元気にするものが「あいさつ」です。信頼関係を築くだけでなく、「助けて！」が言える、受け止め
やすくなる環境づくりにもつながります。

保護者の方へ

こんにちは

おはようございます

おはようございます

おかえりなさい

ただいまこんにちは

いってらっしゃい
いってきます

街の人とのごあいさつ 
  まち         　    　ひと

登下校のときやおうちの人と出かけるとき、

地域のいろいろな人と出会います。 

「おはようございます」「こんにちは」と元気よくあいさつしましょう。

あいさつをすることで、地域の安全の力が元気になります。

 とう    げ    こう　                                           　    ひと   　　 で

  ち   いき                                 　　   ひと   　　 で     あ

                                                                                                             げん   き

                                                                    ち   いき　      あん  ぜん        ちから       げん　 き
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遊びの中で、
「自分を守る力」を高めよう
体や声を使った遊びは、

自分を守る力を高めるトレーニングになります。 

「よく見る」「よく聞く」「逃げる」「大きな声を出す」「伝える」…

遊びの中で、こんな力をつけていきましょう。 

からだ　　  こえ　　    つか　          　あそ

  じ   ぶん　   　まも  　　ちから  　　たか　　

  　　　　　  み　                        　き             　　に                  　　おお          　　こえ    　　だ　            　つた

  あそ         　　なか                         　　ちから

   あそ　　        　　　　　なか

　　　じ　　  ぶん　             　まも　            　ちから　   　　　　  　たか

体や声を使った遊びをとおして、お子さまが「自分を守る力」を高めることができます。予防としての「よ
く見る」「よく聞く」力、何かあった際の「逃げる」「大声を出す」「伝える」力、などです。遊びの中で、周り
を観察したり、後ろを気にしたり、相手や周りとの距離感をつかんだり、逃げたり、叫んだりすることが、
お子さまの安全に役立つ力を高めてくれます。お子さま同士だけでなく、おうちでもお子さまと取り組ま
れてはいかがでしょうか。
また、「遊び」ではありませんが、安全への意識を高く保つうえで、学校で学んだ安全の標語など（たと
えば、「いかのおすし（いかない・のらない・おおごえを出す・すぐにげる・しらせる）」）を、繰り返し確認
することも意味があります。学校・地域により学ぶ標語も異なると思いますので、学ばれたものを、とき
どきクイズのようにお子さまに出題することをお勧めします。 

保護者の方へ

安全の力を高めるために、ここまでの 14のポイントも、ぜひときどき繰り返してご確認ください。

普段の通学路でお子さまが道に迷うことはないと思いますが、出かけた先で道に迷ったり、はぐれたりするこ
とがあるかもしれません。そうした時には、あわてずに、大人に助けをもとめるようにしたいものです。街中であ
れば、警察官や駅員、お店の人などに、レジャー施設やショッピングセンターであれば、スタッフ、案内係、お
店の人、警備員など、「どういう人か」がはっきりしている人に、早く、困っていることを伝えましょう。 
自分で解決しようとして、かえってより困った状況に陥ることは、珍しくありません。大人の力を借りることは、
お子さまが「自分で困りごとを解決する」ための大切な知恵であり、決して恥ずかしいことではありません。

保護者の方へ

道に迷ったら 
   みち             　　まよ

お友達と出かけて道がわからなくなったり、

知らない街やショッピングセンターなどで

おうちの人やお友達とはぐれてしまったら、

大人の人に困っていることを伝えましょう。 

警察の人、お店の人、案内係の人、駅員さんなどを探しましょう。 

         ともだち   　 　で　                  　みち　　

  し  　　                まち　           

                       　ひと          　　  ともだち

　 おとな     　　 ひと   　　こま　                                     　   つた

 けい  さつ         ひと             みせ        ひと　　あん  ない  がかり　　 ひと　　 えき いん　　                           さが　
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遊びの中で、
「自分を守る力」を高めよう
体や声を使った遊びは、

自分を守る力を高めるトレーニングになります。 

「よく見る」「よく聞く」「逃げる」「大きな声を出す」「伝える」…

遊びの中で、こんな力をつけていきましょう。 

からだ　　  こえ　　    つか　          　あそ

  じ   ぶん　   　まも  　　ちから  　　たか　　

  　　　　　  み　                        　き             　　に                  　　おお          　　こえ    　　だ　            　つた

  あそ         　　なか                         　　ちから

   あそ　　        　　　　　なか

　　　じ　　  ぶん　             　まも　            　ちから　   　　　　  　たか

体や声を使った遊びをとおして、お子さまが「自分を守る力」を高めることができます。予防としての「よ
く見る」「よく聞く」力、何かあった際の「逃げる」「大声を出す」「伝える」力、などです。遊びの中で、周り
を観察したり、後ろを気にしたり、相手や周りとの距離感をつかんだり、逃げたり、叫んだりすることが、
お子さまの安全に役立つ力を高めてくれます。お子さま同士だけでなく、おうちでもお子さまと取り組ま
れてはいかがでしょうか。
また、「遊び」ではありませんが、安全への意識を高く保つうえで、学校で学んだ安全の標語など（たと
えば、「いかのおすし（いかない・のらない・おおごえを出す・すぐにげる・しらせる）」）を、繰り返し確認
することも意味があります。学校・地域により学ぶ標語も異なると思いますので、学ばれたものを、とき
どきクイズのようにお子さまに出題することをお勧めします。 

保護者の方へ

安全の力を高めるために、ここまでの 14のポイントも、ぜひときどき繰り返してご確認ください。

普段の通学路でお子さまが道に迷うことはないと思いますが、出かけた先で道に迷ったり、はぐれたりするこ
とがあるかもしれません。そうした時には、あわてずに、大人に助けをもとめるようにしたいものです。街中であ
れば、警察官や駅員、お店の人などに、レジャー施設やショッピングセンターであれば、スタッフ、案内係、お
店の人、警備員など、「どういう人か」がはっきりしている人に、早く、困っていることを伝えましょう。 
自分で解決しようとして、かえってより困った状況に陥ることは、珍しくありません。大人の力を借りることは、
お子さまが「自分で困りごとを解決する」ための大切な知恵であり、決して恥ずかしいことではありません。

保護者の方へ

道に迷ったら 
   みち             　　まよ

お友達と出かけて道がわからなくなったり、

知らない街やショッピングセンターなどで

おうちの人やお友達とはぐれてしまったら、

大人の人に困っていることを伝えましょう。 

警察の人、お店の人、案内係の人、駅員さんなどを探しましょう。 

         ともだち   　 　で　                  　みち　　

  し  　　                まち　           

                       　ひと          　　  ともだち

　 おとな     　　 ひと   　　こま　                                     　   つた

 けい  さつ         ひと             みせ        ひと　　あん  ない  がかり　　 ひと　　 えき いん　　                           さが　
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　全国どこでも、子どもたちの防犯対策が
欠かせません。子どもだけになりやすい環境
が広がっていることと、子どもを狙う犯罪等
はどこでも発生する可能性があるからです。
子どもたちを危険から守るためには、身近な
大人による付き添いが何よりも大きな力とな
ります。たとえば、登下校に付き添う、玄関
前で見送る、集団登下校の集合場所まで付
き添うなど、お子さまと一緒に行動すること
で、悪意や犯意ある人が近づきたくなる雰

「みんなで」が大切 

　お子さまの防犯対策を考えるうえでは、
地域を知ることが第一歩となります。まず
は、危険への備えが必要となる「子どもだけ
になる瞬間」を洗い出してみてください。一
人ひとりちがうものなので、お子さまの生活
パターンや行動範囲を見ながら確認するこ
とがポイントです。また、「ここは大丈夫」を
設けずに、自宅や集合住宅など、身近な場
所についても忘れずにチェックしましょう。そ
して、「助けてくれる人はどこにいる」をお子
さまとともに調べてみることもおすすめしま
す。行動範囲や活動時間帯を見ながら、お
子さまとともに確認することが効果的です。

　いま、地域の中であいさつが減っていると
いわれています。悪意や犯意ある人との接
触を避けるためにコミュニケーションをとら
せたくない…と考える人も増えています。し
かし、あいさつは、子どもたちの安全のため
には大きな力を発揮するものでもあるので
す。地域には、善意の気持ちで見守りをして
くださっているみなさまがいらっしゃいます。
その方たちと助け合いの信頼関係を築くた
めには、あいさつが欠かせません。また、万が
一の時、お子さまが「助けて！」と言えるため
には、日ごろからのあいさつをとおしてコミュ
ニケーションに慣れておくことが効果的です。

囲気をなくすことができます。一方、常時お
子さまに付き添うことが難しいことも事実で
す。そこで、警察や自治体、学校、そして、地
域のみなさまによる「見守り」や「助け合い」
の環境づくりが欠かせません。さらに、お子
さまがひとりになることも想定し、お子さまが
もつ「自分を守る力」を発揮できるよう備え
ておくことも必要となるのです。それぞれの
力を重ね合わせることで、子どもたちの安全
を守る力が広がります。

地域について知る 

あいさつのある街づくり 

この章では、保護者の方が、地域の安全・安心づくりの活動を始める・活性化さ
せるための考え方や方法を紹介します。保護者のみなさん一人ひとりが活動して
いくことで、地域全体を巻き込んだ活動につながっていきます。

Ⅱ保護者にできる、
　地域の安全・安心づくり　　 のヒント
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　全国どこでも、子どもたちの防犯対策が
欠かせません。子どもだけになりやすい環境
が広がっていることと、子どもを狙う犯罪等
はどこでも発生する可能性があるからです。
子どもたちを危険から守るためには、身近な
大人による付き添いが何よりも大きな力とな
ります。たとえば、登下校に付き添う、玄関
前で見送る、集団登下校の集合場所まで付
き添うなど、お子さまと一緒に行動すること
で、悪意や犯意ある人が近づきたくなる雰

「みんなで」が大切 

　お子さまの防犯対策を考えるうえでは、
地域を知ることが第一歩となります。まず
は、危険への備えが必要となる「子どもだけ
になる瞬間」を洗い出してみてください。一
人ひとりちがうものなので、お子さまの生活
パターンや行動範囲を見ながら確認するこ
とがポイントです。また、「ここは大丈夫」を
設けずに、自宅や集合住宅など、身近な場
所についても忘れずにチェックしましょう。そ
して、「助けてくれる人はどこにいる」をお子
さまとともに調べてみることもおすすめしま
す。行動範囲や活動時間帯を見ながら、お
子さまとともに確認することが効果的です。

　いま、地域の中であいさつが減っていると
いわれています。悪意や犯意ある人との接
触を避けるためにコミュニケーションをとら
せたくない…と考える人も増えています。し
かし、あいさつは、子どもたちの安全のため
には大きな力を発揮するものでもあるので
す。地域には、善意の気持ちで見守りをして
くださっているみなさまがいらっしゃいます。
その方たちと助け合いの信頼関係を築くた
めには、あいさつが欠かせません。また、万が
一の時、お子さまが「助けて！」と言えるため
には、日ごろからのあいさつをとおしてコミュ
ニケーションに慣れておくことが効果的です。

囲気をなくすことができます。一方、常時お
子さまに付き添うことが難しいことも事実で
す。そこで、警察や自治体、学校、そして、地
域のみなさまによる「見守り」や「助け合い」
の環境づくりが欠かせません。さらに、お子
さまがひとりになることも想定し、お子さまが
もつ「自分を守る力」を発揮できるよう備え
ておくことも必要となるのです。それぞれの
力を重ね合わせることで、子どもたちの安全
を守る力が広がります。

地域について知る 

あいさつのある街づくり 

この章では、保護者の方が、地域の安全・安心づくりの活動を始める・活性化さ
せるための考え方や方法を紹介します。保護者のみなさん一人ひとりが活動して
いくことで、地域全体を巻き込んだ活動につながっていきます。

Ⅱ保護者にできる、
　地域の安全・安心づくり　　 のヒント

1716
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防犯活動が目指すことは環境づくり！ 

　いわゆる防犯ボランティアは、子どもたち
の安全を守るためにも欠かせない存在となっ
ています。一般市民が行う防犯は、警察が行
う防犯とは異なります。非行や犯罪と直接向
き合うようなものではなく、特別な権限や武
器の所持も許されません。一般市民が行う防
犯ボランティアの目的は、①犯罪が起きにく
い環境づくり、②助け合いの環境づくりです。
　とくに、子どもが狙われる犯罪等は、「空白
地帯」と呼ばれるような「子どもだけ」になる
瞬間で多く発生しています。地域に関わる人
が増えることで、「子どもだけ」になりやすい
状況が減り、犯罪が発生しにくい環境が生み
出されていくのです。その効果をさらに高め
るためには、姿を見せること。カラフルなユニ

フォームやデザインを身につけることで、防
犯活動の存在を遠くにまで知らせることがで
きます。
　また、防犯活動で欠かせないものが、笑顔
とあいさつです。地域のみなさまや子どもた
ちに目を向けて、適度なコミュニケーション
を投げかけてみましょう。安全のみならず、安
心の面でも大きな効果が期待できます。
　こうした防犯活動の存在を、ユニフォーム
やあいさつで広く知らしめていくことが地域
の安全につながります。さらに、地域で活動
する大人たちの姿は、次世代を担う子どもた
ちにとってもお手本といえる存在になります。

さまざまなパトロール・見守り 

　防犯ボランティアには、さまざまな取り組
み方があります。グループで行う徒歩のパト
ロールをはじめ、「青パト」と呼ばれる車両に
よるパトロールも広がっています。また、継続
的に行うためには、無理なく、ライフスタイル
に合わせて取り組むことがポイントです。最
近では、「ながら見守り」と呼ばれるような、
何かのついでに防犯活動を行うスタイルが
広がっています。たとえば、お買い物の際に自
転車のカゴにパトロールプレートを装着す
る、愛犬の散歩時に防犯の意識をもって歩
く、通勤時や帰宅時にパトロールバッジを身
につけて歩く…などです。
　ひとりでも多くの人が地域や子どもたちの

安全へ意識を向けることで、犯罪が寄り付き
やすい「空白」を少しでも減らすことができま
す。
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防犯活動が目指すことは環境づくり！ 

　いわゆる防犯ボランティアは、子どもたち
の安全を守るためにも欠かせない存在となっ
ています。一般市民が行う防犯は、警察が行
う防犯とは異なります。非行や犯罪と直接向
き合うようなものではなく、特別な権限や武
器の所持も許されません。一般市民が行う防
犯ボランティアの目的は、①犯罪が起きにく
い環境づくり、②助け合いの環境づくりです。
　とくに、子どもが狙われる犯罪等は、「空白
地帯」と呼ばれるような「子どもだけ」になる
瞬間で多く発生しています。地域に関わる人
が増えることで、「子どもだけ」になりやすい
状況が減り、犯罪が発生しにくい環境が生み
出されていくのです。その効果をさらに高め
るためには、姿を見せること。カラフルなユニ

フォームやデザインを身につけることで、防
犯活動の存在を遠くにまで知らせることがで
きます。
　また、防犯活動で欠かせないものが、笑顔
とあいさつです。地域のみなさまや子どもた
ちに目を向けて、適度なコミュニケーション
を投げかけてみましょう。安全のみならず、安
心の面でも大きな効果が期待できます。
　こうした防犯活動の存在を、ユニフォーム
やあいさつで広く知らしめていくことが地域
の安全につながります。さらに、地域で活動
する大人たちの姿は、次世代を担う子どもた
ちにとってもお手本といえる存在になります。

さまざまなパトロール・見守り 

　防犯ボランティアには、さまざまな取り組
み方があります。グループで行う徒歩のパト
ロールをはじめ、「青パト」と呼ばれる車両に
よるパトロールも広がっています。また、継続
的に行うためには、無理なく、ライフスタイル
に合わせて取り組むことがポイントです。最
近では、「ながら見守り」と呼ばれるような、
何かのついでに防犯活動を行うスタイルが
広がっています。たとえば、お買い物の際に自
転車のカゴにパトロールプレートを装着す
る、愛犬の散歩時に防犯の意識をもって歩
く、通勤時や帰宅時にパトロールバッジを身
につけて歩く…などです。
　ひとりでも多くの人が地域や子どもたちの

安全へ意識を向けることで、犯罪が寄り付き
やすい「空白」を少しでも減らすことができま
す。
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つけてみたいバッジ、
腕章、プレートを作ろう 

　防犯パトロールや見守りを行う際は、ぜひ
デザインを活用してみましょう。周囲に防犯活
動をしていることが伝わりやすくなり、犯罪が
起きにくい環境や助け合いの雰囲気づくりの
効果が高まります。なお、デザインにルールは
ありません。参加するみなさまのアイディアや
こだわりを反映することで、オンリーワンのデ
ザインを作ることができます。自分たちのデザ
インをもつことは、防犯活動そのものへの愛
着も増して継続への力となります。
　デザインのヒントとしては、地域のみなさま

や子どもたちにわかりやすいデザインである
ことです。非行や犯罪と直接向き合う活動で
はないので、厳しいメッセージを用いる必要
はありません。誰もが目を向けて、メッセージ
が伝わりやすく、さらに、コミュニケーションも
育まれるようなカラフルでかわいいものなど
がおすすめです。

　いま、各地で「学生防犯ボランティア」が活
躍するようになりました。高校生、専門学校
生、大学生たちによる、小中学生の安全を見
守る、防犯の知識を伝えるなどの活動が広
がっています。中には、中学生たちが地域の
安全のために活躍しているケースもあります。
見守られていた子どもたちが、地域を見守る
側になる。大人たちの取り組みが続けられた
ことで、「見守り」「助け合い」の思いが子ども
たちにも伝わり、少しずつ形になり始めている
のです。
　大人が地域の安全に関わることは、子ども
たちの安全確保に欠かせないことであるとと

意識を高める、情報を共有する

安全・安心のリレー

　子どもたちの安全は、多くの人たちに関わる
テーマです。定期的に研修会や連絡会を開催
することで、関係者の意識を高める、情報を共
有することが重要です。とくにＰＴＡは、地域、
学校、児童、保護者をつなぐことができる貴重
な存在といえます。独自で実施する研修会や
講演会をはじめ、既存の連絡会なども活用し
ながら防犯に関する意識や情報を共有するこ
とをおすすめします。また、一般の保護者向け
には、広報紙やお便りなどをとおして伝えるこ
とができます。なお、警察や自治体、教育委員
会、外部団体や専門家の力を借りることで、よ
り専門性の高い情報を得ることもできます。
　また、安全の分野は、防犯のみならず、防災
や交通安全も重要なテーマです。とくに自転

車の運転については、被害者だけでなく加害
者にもなり得るリスクがあるため、安全運転の
意識を高める啓発活動が欠かせません。

もに、次世代の「見守り」を育むことにもつな
がる重要なものであるといえます。
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つけてみたいバッジ、
腕章、プレートを作ろう 

　防犯パトロールや見守りを行う際は、ぜひ
デザインを活用してみましょう。周囲に防犯活
動をしていることが伝わりやすくなり、犯罪が
起きにくい環境や助け合いの雰囲気づくりの
効果が高まります。なお、デザインにルールは
ありません。参加するみなさまのアイディアや
こだわりを反映することで、オンリーワンのデ
ザインを作ることができます。自分たちのデザ
インをもつことは、防犯活動そのものへの愛
着も増して継続への力となります。
　デザインのヒントとしては、地域のみなさま

や子どもたちにわかりやすいデザインである
ことです。非行や犯罪と直接向き合う活動で
はないので、厳しいメッセージを用いる必要
はありません。誰もが目を向けて、メッセージ
が伝わりやすく、さらに、コミュニケーションも
育まれるようなカラフルでかわいいものなど
がおすすめです。

　いま、各地で「学生防犯ボランティア」が活
躍するようになりました。高校生、専門学校
生、大学生たちによる、小中学生の安全を見
守る、防犯の知識を伝えるなどの活動が広
がっています。中には、中学生たちが地域の
安全のために活躍しているケースもあります。
見守られていた子どもたちが、地域を見守る
側になる。大人たちの取り組みが続けられた
ことで、「見守り」「助け合い」の思いが子ども
たちにも伝わり、少しずつ形になり始めている
のです。
　大人が地域の安全に関わることは、子ども
たちの安全確保に欠かせないことであるとと

意識を高める、情報を共有する

安全・安心のリレー

　子どもたちの安全は、多くの人たちに関わる
テーマです。定期的に研修会や連絡会を開催
することで、関係者の意識を高める、情報を共
有することが重要です。とくにＰＴＡは、地域、
学校、児童、保護者をつなぐことができる貴重
な存在といえます。独自で実施する研修会や
講演会をはじめ、既存の連絡会なども活用し
ながら防犯に関する意識や情報を共有するこ
とをおすすめします。また、一般の保護者向け
には、広報紙やお便りなどをとおして伝えるこ
とができます。なお、警察や自治体、教育委員
会、外部団体や専門家の力を借りることで、よ
り専門性の高い情報を得ることもできます。
　また、安全の分野は、防犯のみならず、防災
や交通安全も重要なテーマです。とくに自転

車の運転については、被害者だけでなく加害
者にもなり得るリスクがあるため、安全運転の
意識を高める啓発活動が欠かせません。

もに、次世代の「見守り」を育むことにもつな
がる重要なものであるといえます。
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「未来ある子どもたちが安心して自らの可能性を広げられる社会」の
実現を目指し、ベネッセグループにより、2014年10月31日に一般
財団として設立、2015年4月1日に公益財団法人に移行しました。
子どもたちが自ら学び伸びようとする力が十分に発揮できるよう
に、安心・安全な環境づくりや多様な学びの機会の提供に、長期的・
継続的に取り組みます。

〒206-8686 東京都多摩市落合 1-34
https://benesse-kodomokikin.or.jp/

子どもの安全・安心
ハンドブック
のポイント・　　 のヒント 

小学生と保護者のための

■公益財団法人ver

ベネッセこども基金 
安心・安全窓口

お申し込み・
お問い合わせ

TEL：04－7137－2570
FAX：03－6368－9995
祝日・夏期休暇・年末年始を除く月～金 10：00～17：00

※本ハンドブックは、「子どもの安心・安全を守る活動」の一環として作成さ
れました。学校の授業や地域のイベント（非営利のもの）での活用に限って、
無償で提供しています。

安全教室の活用事例も
ご覧いただけます。
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